
２０２０年度　バスケットボール競技日程一覧

※　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、各種大会の中止・延期が発生しております。記載の日程は、今後変更になる場合があります。

月
全国大会

月
九州大会

月
県内大会

日程 大会名 会場 日程 大会名 会場 日程 大会名 会場

４月 ４月 ４月
12・19 第42回春季一般大会（中止） 鳥栖市民体育館

25・26・29 第18回県中学生春季大会（中止） 諸富文化体育館 他

５月 ５月

9・10 第25回九州大学春季選手権大会　第１ステージ 九州各地

５月

12～12/13 県社会人リーグ（延期） 佐賀市　他

15～17 第25回九州大学春季選手権大会　第２ステージ 福岡県 29～31 高校総合体育大会（中止） 佐賀市内高校・諸富文化体育館

６月

6月～12月 第３回社会人バスケットボール地域リーグ 全国各地

６月

19～21 第73回全九州高校総合体育大会（中止） 大分県

６月

6・7 むつごろうｃｕｐ　車椅子バスケ（中止） 諸富文化体育館

7 高校総合体育大会　定時制・通信制（中止） 県総合体育館

7・13・14 学童オリンピック　県ミニバスケットボール夏季大会（中止） 諸富文化体育館　他

27・28 第96回天皇杯・第87回皇后杯全日本選手権大会　県予選（中止） 鳥栖市民体育館

13・14・20 SAGA2020 SSP杯佐賀県高等学校スポーツ大会 県内高校体育館

７月

28～8/1 第30回全国高等学校定時制通信制バスケットボール大会 ※調整中

７月

6・7 第3回全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50バスケットボール選手権大会　九州ブロック予
選　　　　　 鹿児島県

７月

26・27 県中学校総合体育大会（中止） 諸富文化体育館　総合体育館　他

23・24 九州高等専門学校体育大会 長崎県 ～9月 U12後期リーグ戦 佐賀県内

８月

12～18 第72回全国高校バスケットボール選手権大会（インターハイ） 石川県

８月

3～5 第50回全九州中学校総合体育大会（中止） 長崎県

８月
20～23 第25回全国専門学校バスケットボール選手権大会 ※調整中 21～23 2020年度国民体育大会第40回九州ブロック大会（中止） 沖縄県

21～24 第50回全国中学校バスケットボール大会 三重県

９月

5～6 第55回全国高等専門学校体育大会バスケットボール競技 兵庫県　神戸市

９月

5～11/8 第27回全九州大学リーグ戦 九州各地

９月

19・21･22 佐賀県Ｕ－１５バスケットボール大会 唐津市近郊中学校体育館

12～13 第96回天皇杯・第87回皇后杯全日本選手権大会（１次ラウンド） 福島・石川・福岡 27 県地区対抗中学校大会 中・西部地区中学校　

19～21 第96回天皇杯全日本選手権大会　（２次ラウンド） 岩手県 ～12月 社会人リーグ 県内各会場

19～22 日本スポーツマスターズ2020　バスケットボール競技 愛媛県　 未定 県ミニバスフェスタ（中止） 県内小学校

１０月

8～12 第75回国民体育大会　バスケットボール競技 鹿児島県　薩摩川内市 
　　　  　いちき串木野市

１０月 １０月

17・18 県民体育大会

未定 第３回社会人レディースバスケットボール交流大会　　西地域 ※調整中 24・25・11/1 第73回全国高校選手権大会佐賀県大会 佐城地区高校

23～25 第3回全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50バスケットボール選手権大会 宮城県仙台市 25 ３×３ オープン・Ｕ－１８全日本選手権大会佐賀県大会 佐賀東高校

31～11/1 第96回天皇杯全日本選手権大会　（３次ラウンド） 全国各地

１１月

21～23 第3回全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50バスケットボール選手権大会 広島県　福山市

１１月 １１月

15・21・22 佐賀バルーナーズ杯　県ミニバスケットボール交歓大会 佐賀市立体育館　他

28～29 第87回皇后杯全日本選手権大会　（２次ラウンド） 神奈川・愛知・大阪 未定 県社会人バスケットボール選手権大会 伊万里市

未定 第7回３×３Ｕ１８日本選手権大会 ※調整中

１２月

7～13 第72回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ） 東京都

１２月 １２月

12・13
県高等学校新人大会 兼 全九州高校春季選手権大会 
県大会

東部地区高校
16 第96回天皇杯全日本選手権大会　（４次ラウンド） 全国各地

17～20 第87回皇后杯全日本選手権大会　（ＦＲ） 東京都 19 佐賀県バスケットボールフェスティバル２０２０ 諸富文化体育館

未定 第18回全国専門学校バスケットボール選抜大会 ※調整中

23～29 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会（ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ2020） 東京都

１月

4～7 第1回全国U１５バスケットボール選手権大会 東京都　

１月

9・10・11 第41回Ｕ１２全九州バスケットボール大会 佐賀県

１月
23・24

県高等学校新人大会 兼 全九州高校春季選手権大会 
県大会

佐城地区高校・諸富文化体育館（23/24）
13 第96回天皇杯全日本選手権大会　（ファイナル８） 全国各地 30・31 第3回全日本社会人選手権大会九州ブロック予選　　　　 大分県

23・24・30・31 第41回中学新人大会 東部地区中学校

２月

3 第96回天皇杯全日本選手権大会　（ファイナル４） 全国各地

２月

26～28 第40回全九州中学校春季選手権大会 長崎県

２月

7・13・14 佐賀ライオンズクラブ旗 県ミニバスケットボ新人交歓大会 諸富文化体育館  他

20～22 第３回社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 静岡県　浜松市

22～23 第6回３×３日本選手権大会 東京都　大田区

３月

13 第96回天皇杯全日本選手権大会　（グランドファイナル） ※調整中

３月

12～14 第50回全九州高校春季選手権大会 佐賀県

３月

未定 学童オリンピック　県ミニバスケットボール大会 未定

未定 第３回全日本社会人バスケットボール選手権大会 ※調整中 25・26・27 県高校春季選手権大会 小城・多久地区体育館

28～31 第52回Ｕ１２全国バスケットボール大会 東京都



２０２０年度　佐賀県バスケットボール協会競技日程

　　　　　　　　　　　※　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、各種大会の中止・延期が発生しております。 
　　　　　　　　　　　　 　記載の日程は、今後変更になる場合があります。

月
県　内　大　会

日程 大会名 会場

４月
12・19 第42回春季一般大会（中止） 鳥栖市民体育館

25・26・29 第18回県中学生春季大会（中止） 佐賀市近郊中学校・諸富文化体育館　他

５月

12～12/13 県社会人リーグ（延期） 佐賀市　他

29～31 高校総合体育大会（中止） 佐賀市内高校・諸富文化体育館（5/31)

６月

6・7 むつごろうｃｕｐ　車椅子バスケ（中止） 諸富文化体育館

7 高校総合体育大会　 定時制・通信制（中止） 県総合体育館

7・13・14 学童オリンピック　県ミニバスケットボール夏季大会（中止） 諸富文化体育館　他

27・28 第96回天皇杯・第87回皇后杯全日本選手権大会　県予選（中止） 鳥栖市民体育館

13・14・20 SAGA2020 SSP杯佐賀県高等学校スポーツ大会 県内高校体育館

7月

26・27 県中学校総合体育大会（中止） 諸富文化体育館　総合体育館　他

～9月 U12後期リーグ戦 佐賀県内

８月

９月

19・21･22 第１回佐賀県Ｕ－１５バスケットボール大会 唐津市近郊中学校　他

27・10/4 県中学生地区対抗バスケットボール大会 中・西部地区中学校

～12月 社会人リーグ 県内各会場

未定 県ミニバスフェスタ（中止） 県内小学校

１０月

17・18 県民体育大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

24・25･11/1 第73回全国高校選手権大会佐賀県大会 佐城地区高校

25 3×3 オープン・Ｕ１８全日本選手権大会県予選 佐賀東高校

11月

15・21・22 佐賀バルーナーズ杯　県ミニバスケットボール交歓大会 佐賀市立体育館　他

未定 県社会人バスケットボール選手権大会 伊万里市

１２月

12・13 県高等学校新人大会 兼 全九州高校春季選手権大会県大会 東部地区高校

19 佐賀県バスケットボールフェスティバル２０２０ 諸富文化体育館

１月

23・24 県高等学校新人大会 兼 全九州高校春季選手権大会県大会 佐賀市内高校・諸富文化体育館（1/23・24)

23・24・30・31 第41回中学生新人バスケットボール大会 東部地区中学校　

2月
7・13・14 佐賀ライオンズクラブ旗　県ミニバスケットボール新人交歓大会 諸富文化体育館　他

３月

未定 学童オリンピック　県ミニバスケットボール大会 未定

25･26・27 県高校春季選手権大会 小城・多久地区体育館


